ＷＡＣスタッフとして
ＷＡＣスタッフとして
働きませんか？
？
働きませんか

おひさまこども保育園
保育園の利用料
保育園の利用料
対象区分

月単価
(0 歳児)

やしの実ＦＭにトヨハシブリュット
のＰＲで
ＰＲで出演！！

2019 年 7 月改定しま
月改定しました
しました。
した。
月単価
(1・2 歳児)

法人内・
提携企業

18,000

17,500

地域・一般

36,000

35,000

備考
・月～土曜日
・8:00～19:00 のうち就
業時間中の保育
・保育料に給食代、おや
つ代は含みます。

◆1 日 4 時間、週 4 日、月 64 時間以上の利用
◆兄弟で入園の場合、2 人目以降は 5,000 円引き
保育士、調理師、栄養士、介護士、看護師など
WACNET.で働く女性を応援します。
WACNET.で働く女性を応援します。
子育てお母さま対象の「木育カフェ」
「木育カフェ」
開催予約受付中！
担当太田 ☎直 61－8101 本部 55－6500

トピックスⅡ
トピックスⅡ

トピックスⅠ
トピックスⅠ

グループホーム宮本乃郷の
グループホーム宮本乃郷の
見学会開催！！
見学会開催！！

7 月 18 日（木）の 10:00 から、新築オープンしたばかりのグル
ープホーム宮本乃郷の見学会が開催されました。当日は行政、福
祉関係者の方々が見学されました。皆さん関心をお持ちで、建物
の造り等に関して写真を撮ったりメモを取ったり熱心に説明を
聞いていました。

７月活動報告

こんなことしました！

2 日 9 日 16 日 23 日 30 日（火）ハートセンター市
3（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
5 日 12 日 19 日 26 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
7 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会（シーパレス）
9 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
11 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
11 日 25 日（木）映画ファンの会
13 日 27 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
20 日（土）豊橋祇園祭観覧
24 日（水）第 82 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
27 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑうなぎの会
28 日（日）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑモーニング会
31 日（水）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

ＷＡＣ総合
ＷＡＣ総合相談
総合相談所
相談所

ワンストップ総合相談
ワンストップ総合相談

7 月 16 日（火）の 10:00 に、やしの実ＦＭに、第 1 回トヨハシブ
リュットの告知でＫ支援員とＨサンが出演しました。パーソナリ
ティーの方の上手なトークで、私たちも楽しく語ることができま
した。Ｈサンは緊張して上手く喋れなかったそうですが、Ｋ支援
員が上手くフォローしてくれてうまく行きました。

トピックスⅡ
トピックスⅡ

第 4 回居住支援フォーラムが
居住支援フォーラムが
開催されました
開催されました！
されました！

6 月 28 日（金）の 12:30～17:00 まで、名古屋市公会堂で第 4 回
居住支援フォーラムが開催され、多くの業界関係者をはじめ様々
な方々が参加されました。当日は NPO 法人たすけあい三河の加藤
を始め、遠藤家族信託法律事務所弁護士の遠藤英嗣氏、名古屋市
住宅都市局住宅部住宅企画課主査の藤井宏明氏、NPO 法人全国市
民生活支援協会 理事長 廣川 隆一氏の計 4 氏が講演を行い
ました。皆さん居住支援や住宅セーフティーネット等の内容をわ
かりやすく丁寧に講義していただきました。

８月活動予定
月活動予定

こんなことします！

2 日 9 日 16 日 23 日 30 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
6 日 13 日 20 日 27 日（火）ハートセンター市
7 日（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
7 日（水）第 83 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
8 日 22 日（木）映画ファンの会
10 日 24 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
12 日（月・振）お盆研修旅行
20 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
22 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
30 日（金）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺
31 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 16:30～

編集後記

本当に困った時、どこに相談したら良いのか迷ってしまう。縦割
りの今の社会の中で解決する仕組みを模索することで生まれた
「WAC 総合相談所
総合相談所」(WAC General Consulting Service)相談する
Service)
方に寄り添い、その方の解決すべき課題を、公的サービスとの連
携を図りながらも、地域資源に該当するサービスがなければ NPO
法人として市民自らがサービスを作り出し運営を行っています。
WACNET.グループが公的サービスと自主事業により相談窓口を開
設しています！

7 月 21 日の参議院議員選挙。地元比例最年少候補の山本左近氏は
落選した。残念であるが次回に夢を託したい！！土用の丑の日には
台風 6 号直撃かと思われたが少し名古屋方面にそれて安堵。今年も
異常気象と熱波と向き合う夏がやってきた。昨年 8 月、日本で 35 度
以上の猛暑日が東京で 24 日、豊橋で 20 日（40 度以上は 3 日）
、沖縄
で 1 日？ スペインでは 46 度の最高気温を記録。ヨーロッパでは農
作物被害。カリフォルニアでは山火事が多発していた。
さて、今年の夏をどう乗り越えるか。エアコンの部屋で過ごす。代
□連携機関 ■子ども若者支援センター■東三河権利擁護センター■市民後 謝が悪くなる。涼しい場所を探して出かける。お金もかかるが人も多
見センター■生活困窮者支援センター■たすけあい居住支援センター
い。しかもこの暑さからは逃れられない。いっそ汗を流して、自然の
■東三河障がい者しごとセンター■WAC 地域生活支援センター
風の中で、朝涼しいうちに起き働き、暑い盛りはシェスタ。夕方から
フリーダイヤル０１２０－４６３－５４０
繰り出す。自然の生活を取り戻してみてはどうだろうか。文明は、ひ
開館日時 月曜日～土曜日 9：30～19：00(予約制)
とりひとりの生活を豊かにしたように見えても、病気をつくり、格差
※年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日休館
をつくり、多くの障がい者を生み出している。その対処に追われる毎
日であるが、今の環境に甘えるのではなく、自分で考え行動できる仲
事務所
豊橋市南瓦町 14-1WAC ビル２F
間を増やしていきたい。
2019.7.31 加藤政実
Tel0532-52-4315 Fax0532-56-0702 Email info@wacnet.jp

スローガン ①Change 変化しよう ②Challenge 挑戦しよう ③Chance 幸運をつかもう
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